
WATCHMAN 

Ezekiel 33:1-9

"The word of the LORD came to me: “Son of 
man, speak to your people and say to them, If I 
bring the sword upon a land, and the people of 
the land take a man from among them, and make 
him their watchman, and if he sees the sword 
coming upon the land and blows the trumpet 
and warns the people, then if anyone who hears 
the sound of the trumpet does not take warning, 
and the sword comes and takes him away, his 
blood shall be upon his own head. He heard the 
sound of the trumpet and did not take warning; 
his blood shall be upon himself. But if he had 
taken warning, he would have saved his life. But 
if the watchman sees the sword coming and 
does not blow the trumpet, so that the people 
are not warned, and the sword comes and takes 
any one of them, that person is taken away in his 
iniquity, but his blood I will require at the 
watchman's hand. “So you, son of man, I have 
made a watchman for the house of Israel. 
Whenever you hear a word from my mouth, you 
shall give them warning from me. If I say to the 
wicked, O wicked one, you shall surely die, and 
you do not speak to warn the wicked to turn 
from his way, that wicked person shall die in his 
iniquity, but his blood I will require at your hand. 
But if you warn the wicked to turn from his way, 
and he does not turn from his way, that person 
shall die in his iniquity, but you will have delivered 
your soul."


As Christians we know the truth of God, his Law, 
his coming judgment, and his gracious salvation. 
In this  way, the Lord has made us Christians 
watchmen to warn others of their  offenses 
against God and tell them the Good News of 
salvation in Christ. We are not held responsible 
for how people  respond to the gospel we 
proclaim. But if we are negligent to testify to the 
gospel we are guilty of sin.  James 4:17  "So 
whoever knows the right thing to do and fails to 
do it, for him it is sin."  If we love others we will 
warn them and share the Good News with them. 


見張り番 

エゼキエル書33:1~9

「次のような主のことばが私にあった。「人の子よ。
あなたの民の者たちに告げて言え。わたしが一つの
国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中からひと
りを選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国
に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に
警告を与えなければならない。だれかが、角笛の音
を聞いても警告を受けないなら、剣が来て、その者
を打ち取るとき、その血の責任はその者の頭上に帰
する。角笛の音を聞きながら、警告を受けなければ、
その血の責任は彼自身に帰する。しかし、警告を受
けていれば、彼は自分のいのちを救う。しかし、見
張り人が、剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさ
ず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て、
彼らの中のひとりを打ち取れば、その者は自分の咎
のために打ち取られ、わたしはその血の責任を見張
り人に問う。人の子よ。わたしはあなたをイスラエ
ルの家の見張り人とした。あなたは、わたしの口か
らことばを聞くとき、わたしに代わって彼らに警告
を与えよ。わたしが悪者に、『悪者よ。あなたは必
ず死ぬ。』と言うとき、もし、あなたがその悪者に
その道から離れるように語って警告しないなら、そ
の悪者は自分の咎のために死ぬ。そしてわたしは彼
の血の責任をあなたに問う。あなたが、悪者にその
道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立
ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななけれ
ばならない。しかし、あなたは自分のいのちを救う
ことになる。」


クリスチャンとして、私達は神の真理、神の律法、
神の来るべき裁き、そして神の恵み深い救いを知っ
ています。それを通して、主は、私たちクリスチャ
ンを、周りの人たちの神への侮辱に警告を与え、彼
らにキリストの救いの「良い知らせ」を伝える見張
り番とされました。私達は、私たちが宣べ伝える福
音に、人々がどのように反応するかに対しての責任
はありません。しかし、福音の証拠となることを怠
るなら、私達は罪があるといえます。ヤコブ4:17に
は「こういうわけで、なすべき正しいことを知って
いながら行なわないなら、それはその人の罪です。」
と書いてあります。もし私たちが他の人を愛するな
ら、私たちは彼らに警告を与え、良い知らせを彼ら
に伝えるのです。 



